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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年１月期第３四半期 5,929 △1.3 296 － 312 － 148 －

2021年１月期第３四半期 6,009 △27.6 △85 － 24 △98.2 △77 －

（注）1 包括利益 2022年１月期第３四半期 1,426百万円 （－％） 2021年１月期第３四半期 △28百万円 （－％）

　　　2 2022年１月期第３四半期の経常利益の対前年同四半期増減率は1000％を超えるため「－」と記載しております。

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2022年１月期第３四半期 24.89 －

2021年１月期第３四半期 △12.96 －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年１月期第３四半期 43,701 31,603 72.3 5,285.49

2021年１月期 40,604 30,537 75.2 5,106.93

（参考）自己資本 2022年１月期第３四半期 31,603百万円 2021年１月期 30,537百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年１月期 － 30.00 － 30.00 60.00

2022年１月期 － 30.00 －

2022年１月期（予想） 30.00 60.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,900 △3.3 350 － 350 － 150 － 25.09

１．2022年１月期第３四半期の連結業績（2021年２月１日～2021年10月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2022年１月期の連結業績予想（2021年２月１日～2022年１月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年１月期３Ｑ 6,511,218株 2021年１月期 6,511,218株

②  期末自己株式数 2022年１月期３Ｑ 531,932株 2021年１月期 531,639株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年１月期３Ｑ 5,979,437株 2021年１月期３Ｑ 5,979,789株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動：無

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

新規  －社  （社名）、除外  －社  （社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：無

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無

③  会計上の見積りの変更                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士または監査法人の四半期レビューの対象外です。

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は、様々

な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料４頁「連結業績予想

などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用情勢は弱い動き

となりました。また、個人消費および企業収益は持ち直しの動きが見られるものの、感染の動向が国内外の経済に与

える影響に十分注意する必要があり、景気は先行きが不透明な状況で推移いたしました。

当社グループにおきましても、東京都を対象とする３度の緊急事態宣言と、２度のまん延防止等重点措置などの影

響を受けて断続的に営業時間の短縮を実施し、さらに自治体からの休業要請もあり、2021年４月25日から５月31日ま

で一部の店舗を除いて臨時休業を実施いたしました。９月30日に緊急事態宣言が解除されたことにより段階的に営業

時間の短縮等の制限が一部緩和され、10月25日以降は一部の事業所を除き通常営業に戻っております。

このような状況下にあって、売上高は5,929百万円と前年同期に比べ80百万円（1.3％）の減収となり、営業利益は

296百万円（前年同期は営業損失85百万円）と前年同期に比べ381百万円の増益、経常利益は312百万円（前年同期は

経常利益24百万円）と前年同期に比べ287百万円の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は148百万円（前年同期

は親会社株主に帰属する四半期純損失77百万円）と前年同期に比べ226百万円の増益となりました。

報告セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(不動産賃貸関連事業)

不動産賃貸事業では、楽天地ビルをはじめ各賃貸ビルが堅調に稼働し、2021年４月１日に東京都杉並区高円寺北に

保育園、小児科クリニック、薬局が入居する新規不動産物件「トラビ高円寺」が営業を開始しました。一方で、東京

楽天地浅草ビルの１階から４階の商業施設「まるごとにっぽん」が2020年11月をもって営業を終了し、当該フロアの

リニューアル工事を実施したことから、売上高は前年同期を下回りました。なお、東京楽天地浅草ビルの１階から３

階については、大型店舗のユニクロなどをテナントとして迎え、2021年６月４日から順次リニューアルオープンして

おり、４階については2022年春頃の営業開始に向け準備を進めております。

ビルメンテナンス事業では、上期のウインズ錦糸町等の休館など、厳しい受注状況が続く中で、売上高は前年同期

を下回りました。

以上の結果、不動産賃貸関連事業の売上高は4,289百万円と前年同期に比べ88百万円（2.0％）の減収となったもの

の、セグメント利益は、前年同期において東京楽天地浅草ビルの除却見込みとなる固定資産の耐用年数を短縮したこ

とに伴う減価償却費の増加の影響がなくなったことから、1,465百万円と前年同期に比べ451百万円（44.6％）の増益

となりました。

(娯楽サービス関連事業)

映画興行事業では、2021年４月25日から５月31日まで臨時休業したものの、９月30日に緊急事態宣言が解除された

ことにより営業時間の短縮等の制限が一部緩和され、10月25日以降は通常営業に戻っております。また、前年同期に

比べ臨時休業期間が短かったこと、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」「竜とそばかすの姫」「名探偵コナン 緋色

の弾丸」等の作品が好稼働したことなどから、売上高は前年同期を上回りました。

温浴事業では、「天然温泉 楽天地スパ」においては、2021年４月25日から５月31日までの全日、および６月１日

から20日における土曜日・日曜日に臨時休業するとともに、千葉県市川市所在の「楽天地天然温泉 法典の湯」にお

いては、感染防止対策を講じながら営業を継続することができたものの、相次ぐ緊急事態宣言の発出等により夜間の

客数が伸び悩み、売上高は前年同期を下回りました。なお、両施設ともに10月25日以降は通常営業に戻っておりま

す。

フットサル事業では、「楽天地フットサルコート錦糸町」において、2021年４月25日から５月11日まで臨時休業し

たものの、前年同期より臨時休業期間が短かったことから、売上高は前年同期を上回りました。

以上の結果、娯楽サービス関連事業の売上高は1,418百万円と前年同期に比べ102百万円（7.8％）の増収となった

ものの、セグメント損失は170百万円（前年同期はセグメント損失165百万円）となりました。
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(飲食・販売事業)

飲食事業では、2020年３月に不採算であったコーヒーショップ１店舗を閉店し、「ドトールコーヒーショップ 錦

糸町北口店」「同 シャポー本八幡店」についても、2021年４月30日をもって閉店したことなどから、売上高は前年

同期を下回りました。

販売事業では、東京楽天地浅草ビル内の「まるごとにっぽん」の直営店をリニューアルのため2020年11月をもって

営業を終了し、商品ラインナップに磨きをかけた新「まるごとにっぽん」を2021年６月４日にオープンしたものの、

リニューアルに伴う休業と相次ぐ緊急事態宣言の発出等による浅草地区への来街者減少の影響を受け、売上高は前年

同期を大きく下回りました。

以上の結果、飲食・販売事業の売上高は221百万円と前年同期に比べ93百万円（29.7％）の減収となったものの、

セグメント損失は63百万円（前年同期はセグメント損失73百万円）と前年同期に比べ９百万円の改善となりました。

（２）財政状態に関する説明

①  資産

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は43,701百万円と前連結会計年度末に比べ3,097百万円の増加となり

ました。これは主として、借入れの実施により現金及び預金が増加したこと、新規不動産物件「トラビ高円寺」の

取得などにより建物及び構築物および土地が増加したこと、ならびに株価の上昇により投資有価証券が増加したこ

とによるものであります。

②  負債

  当第３四半期連結会計期間末における負債合計は12,098百万円と前連結会計年度末に比べ2,031百万円の増加とな

りました。これは主として、工事代金等の支払いによりその他の流動負債（未払金）が減少したものの、東京楽天

地浅草ビルのリニューアル工事等の代金支払いに充てるため借入れを実施したこと、保有株式の含み益に係るその

他の固定負債（繰延税金負債）が増加したこと、および受入保証金が増加したことによるものであります。

③  純資産

  当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は31,603百万円と前連結会計年度末に比べ1,066百万円の増加と

なりました。これは主として、配当金を支払ったものの、その他有価証券評価差額金が増加したことによるもので

あります。

（３）新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報
　新型コロナウイルス感染症の影響が継続、拡大することにより、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。詳細については、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記　 （３）四半期連結財務諸表に関する注記事

項　（追加情報）」をご覧ください。なお、その他当社グループの重要と考えるリスクや対応については以下のとお

りであります。

（財政状態およびキャッシュ・フローの悪化リスクについて）

　娯楽サービス関連事業や飲食・販売事業は、臨時休業期間中においては売上高が大きく減少する一方、人件費、

施設維持のための費用等は固定的に発生が続きました。運転資金については、手許資金および2021年４月30日に実

行した3,000百万円の金融機関からの借入れ等により十分に確保しておりますが、営業再開後も売上高減少等の影響

は一定程度残ると考えられるため、必要に応じて金融機関からの追加借入れや、コミットメントライン契約の融資

枠の実行等により資金調達する可能性があります。

（お客さまおよび従業員の感染リスクに対する取組みについて）

　当社グループでは、お客さまおよび従業員の安全を考慮し、感染防止対策を実施しております。お客さまに対し

ては、各事業所においてアルコール消毒液の設置、ソーシャルディスタンスの確保、十分な換気を行う等、感染防

止対策に努めております。従業員に対しては、勤務時のマスク着用や出勤前の検温、事務部門へのフレックスタイ

ム制の導入による時差出退勤、ウェブ会議の推進、およびテレワーク導入等に取り組んでおります。今後も状況に

応じた感染防止対策を検討、実施してまいります。
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（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
　2021年９月８日に開示した「2022年１月期第２四半期連結累計期間における業績予想値と決算値との差異および通

期連結業績予想の修正に関するお知らせ」では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を保守的に見積り、業績予

想を算定しておりましたが、当第３四半期連結会計期間においては、当該感染症の不動産賃貸関連事業および娯楽サ

ービス関連事業に与える影響が想定よりも小さかったことなどから、売上高、営業利益、経常利益および親会社株主

に帰属する当期純利益が前回の予想値を上回る見込みとなりましたので、通期の連結業績予想数値を修正するもので

あります。

　以上により、通期の連結業績予想は、売上高7,900百万円（前期比3.3％減）、営業利益350百万円（前期は営業損

失213百万円）、経常利益350百万円（前期は経常損失98百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益150百万円（前

期は親会社株主に帰属する当期純損失290百万円）となる見込みであります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,351,364 1,951,695

売掛金 247,902 333,975

リース投資資産 796,872 806,711

有価証券 100,000 100,000

その他 231,055 205,430

貸倒引当金 △1,146 △1,827

流動資産合計 2,726,048 3,395,986

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 22,037,986 22,001,746

土地 5,634,648 6,271,224

建設仮勘定 413,700 372,530

その他（純額） 528,781 516,396

有形固定資産合計 28,615,116 29,161,897

無形固定資産 279,952 284,936

投資その他の資産

投資有価証券 8,455,136 10,395,798

その他 527,922 463,106

投資その他の資産合計 8,983,058 10,858,905

固定資産合計 37,878,128 40,305,739

資産合計 40,604,176 43,701,725

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 306,625 335,574

1年内返済予定の長期借入金 1,704,000 1,946,500

未払法人税等 56,989 65,578

賞与引当金 65,432 127,573

その他 1,671,855 1,304,702

流動負債合計 3,804,902 3,779,927

固定負債

長期借入金 2,814,500 4,144,000

退職給付に係る負債 660,951 649,269

資産除去債務 533,989 541,606

受入保証金 1,548,129 1,714,298

その他 704,412 1,269,180

固定負債合計 6,261,984 8,318,355

負債合計 10,066,886 12,098,283

純資産の部

株主資本

資本金 3,046,035 3,046,035

資本剰余金 3,379,028 3,379,028

利益剰余金 23,337,104 23,127,140

自己株式 △2,003,712 △2,004,944

株主資本合計 27,758,455 27,547,258

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,778,835 4,056,183

その他の包括利益累計額合計 2,778,835 4,056,183

純資産合計 30,537,290 31,603,442

負債純資産合計 40,604,176 43,701,725
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年２月１日
　至　2020年10月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年２月１日
　至　2021年10月31日)

売上高 6,009,227 5,929,010

売上原価 5,203,317 4,656,636

売上総利益 805,909 1,272,374

販売費及び一般管理費 891,100 976,232

営業利益又は営業損失（△） △85,190 296,141

営業外収益

受取利息 24 15

受取配当金 55,499 25,876

持分法による投資利益 45,308 98,231

その他 36,031 35,895

営業外収益合計 136,864 160,019

営業外費用

支払利息 13,459 17,117

固定資産除却損 10,974 117,265

その他 2,827 9,760

営業外費用合計 27,261 144,142

経常利益 24,411 312,017

特別利益

助成金等収入 149,916 148,962

特別利益合計 149,916 148,962

特別損失

リニューアル関連撤去費用 － 122,602

臨時休業による損失 126,084 79,646

減損損失 15,572 －

特別損失合計 141,656 202,249

税金等調整前四半期純利益 32,671 258,731

法人税等 110,193 109,925

四半期純利益又は四半期純損失（△） △77,521 148,806

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△77,521 148,806

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年２月１日
　至　2020年10月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年２月１日
　至　2021年10月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △77,521 148,806

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 49,429 1,277,347

その他の包括利益合計 49,429 1,277,347

四半期包括利益 △28,091 1,426,153

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △28,091 1,426,153

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（継続企業の前提に関する注記）

  該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

  該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

　2021年４月23日に３回目の緊急事態宣言が発出され、自治体からの休業要請もあり、娯楽サービス関連事業で

は、４月25日から５月31日まで主要な施設である映画館および「天然温泉 楽天地スパ」において臨時休業を実施

いたしました。その後、各事業所において営業時間の短縮等の制限はあるものの、６月１日から営業を再開し、９

月30日には緊急事態宣言が解除され、10月25日以降は一部の事業所を除き通常営業に戻っております。

　そのため、新型コロナウイルス感染症の影響として、売上高は2022年１月期末にかけて緩やかに回復するものと

仮定して、会計上の見積りを行っております。

　なお、今後の感染拡大、収束時期や収束後の市場、消費者動向には相当程度の不確実性があります。感染状況や

経済環境への影響等が当該仮定と乖離する場合には、当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フロ

ーの状況に影響を与える可能性があります。

（四半期連結損益計算書関係）

（助成金等収入）

　当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金等を助成金等

収入148,962千円として特別利益に計上しております。

（リニューアル関連撤去費用）

　当社は、東京楽天地浅草ビルリニューアル工事に係る固定資産の撤去費用をリニューアル関連撤去費用122,602

千円として特別損失に計上しております。

（臨時休業による損失）

　当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府による緊急事態宣言を受けて、娯楽サービス関連

事業および飲食・販売事業に関連する施設において、一部の店舗を除いて臨時休業を実施いたしました。そのた

め、当該施設の臨時休業期間中の人件費・減価償却費等を臨時休業による損失79,646千円として特別損失に計上し

ております。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注1）

四半期連結
損益計算書

計上額
（注2）

不動産賃貸
関連事業

娯楽サービス
関連事業

飲食・販売
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,378,703 1,316,045 314,479 6,009,227 － 6,009,227

セグメント間の内部
売上高または振替高 240,189 3 343 240,536 △240,536 －

計 4,618,892 1,316,048 314,822 6,249,763 △240,536 6,009,227

セグメント利益または損失（△） 1,013,556 △165,163 △73,847 774,545 △859,736 △85,190

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注1）

四半期連結
損益計算書

計上額
（注2）

不動産賃貸
関連事業

娯楽サービス
関連事業

飲食・販売
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,289,847 1,418,146 221,016 5,929,010 － 5,929,010

セグメント間の内部
売上高または振替高 246,166 － 1,284 247,450 △247,450 －

計 4,536,013 1,418,146 222,300 6,176,460 △247,450 5,929,010

セグメント利益または損失（△） 1,465,545 △170,949 △63,937 1,230,658 △934,517 296,141

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年２月１日　至　2020年10月31日）

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

(注)1 セグメント利益または損失の調整額△859,736千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△845,097

千円、セグメント間取引消去△14,638千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。

2 セグメント利益または損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

　「飲食・販売事業」において、当初の投資回収見込みを下回ることとなった飲食店２店舗（千葉県市川市等）

について、減損損失を認識しました。当該減損損失の計上額は15,572千円であります。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年２月１日　至　2021年10月31日）

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報

(注)1 セグメント利益または損失の調整額△934,517千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△919,907

千円、セグメント間取引消去△14,609千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。

2 セグメント利益または損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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